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働く人と家族のための　エンジョイ生活情報誌

和食教室・親子クッキング教室産地直送フルーツ　～旬の味覚をおトクにお届け～
もも「川中島白桃」３kg10～12玉（秀品）

ご注文受付中！（７月
17日まで）

「果樹王国ひがしね」より、桃の代表品種である川中島白桃をお届け。
全国一律クール便送料込みでとてもお得です！

１会員１箱まで

注　　意▪�“会員専用”の申込書に必要事項を記入し、
産地に直接お申込みいただきます。（FAX）

　　　　　 記入事項に漏れや誤りがありますと、注文を
受付できない場合があります。

　　　　　 また、天候や収穫時期により発送日は多少前
後する場合がありますので、ご了承ください。

申込・支払方法▪

産�地（ここから直送） 料�金
東根市農業協同組合
「よってけポポラ」
（山形県東根市中央東3－7－16）

2,300円（通常3,500円）
※ 上記料金には、送料、消費税が
含まれています。

１ 7 月 17 日までに東根市
農協宛、会員専用申込書
をＦＡＸ

３ ８月下旬頃から、東根市
農協より商品発送

　　 （指定日希望不可）

２ ＦＡＸ後、銀行振込で代金をお
支払いください

※振込先は申込書に記載しています

 前払い制です！

東根市は、山形盆地に位置し、昼夜の
大きな寒暖差が果樹栽培にぴったりの
地域です。さくらんぼ「佐藤錦」発祥
の地として生産量日本一を誇っていま
すが、桃の生産もとても盛んで、県内
では生産量１位となっています。

桃は収穫直後の新鮮な状態で発送されま
す！
硬い桃がお好みの方→お手元に届いてす
ぐお召し上がりください。
柔らかい桃がお好みの方→食べる分だけ、
風通しのよく直射日光の当たらない常温
の場所に保存して、数日お待ちください。
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料　　金▪2,600円／１枚（3,000円分）
有効期限▪約２年
　　　　　（店舗利用またはチャージでさらに２年延長）
枚　　数▪400枚
申込期間▪７月３日（金）10：00～７月６日（月）17：00
受渡開始▪７月22日（水）発送見込

料　　金▪2,500円／１枚（3,000円分）
枚　　数▪400枚
申込期間▪８月14日（金）～８月17日（月）14：00
当選発表▪８月20日（木）会員専用ページの利用履歴で確認できます。
受渡開始▪８月21日（金）発送見込

対　　象
正会員・ふろむ会員

申込方法
インターネットでお申込みください。
▶インターネット　https://www.sozo-saitama.or.jp/workjoy
　　 検索ワークジョイさいたま 　でも検索できます。
　　※ 会員ＩＤ・パスワードを入力してログインし、お申込みください。

支払方法
代金引換郵便で着払い（自宅または勤務先を指定）
　※ 代金引換郵便で合計金額が10,000円未満の場合、別途手数料300円がかか

ります。（会員負担）。
　　 複数のイベントやチケットなどをお申込みの場合、申込や発送時期が異なる

ものについては適用されません。同時発送を希望するチケットなどがある場
合には、同時に申込みください。

注意事項
１）募集開始前の申込みはできません。
２） 連絡先には、必ず平日日中に連絡がつく電話番号の入力をお
願いいたします。

イベントやおすすめ情報を
紹介するコーナーです。

EVENT
               INFORMATION

イベント・おすすめ情
報

発送まで、少しお時間いただきます。

申込み後のキャンセルは出来ません。
買取りになります。

正会員
ふろむ会員
共通

会員専用ページから
お申込みください

https://www.sozo-saitama.or.jp/workjoy/

𠮷野家プリカ事業番号
2 0 5 6 1 0

クオカード事業番号
2 0 5 6 1 1

𠮷野家のテイクアウトやお食事の会計時に利用することができます。

コンビニエンスストア、ドラッグストアなど全国60,000店で利用できます。
愛くるしいまなざしのミニチュアダックスフンドが仲良く並んだカードをご用意！
有効期限もありません。

１会員４枚まで

１会員４枚まで 抽選

ぶどう狩りのご案内

※各園の営業日時や料金は異なります。
※予約が必要な場合もあります。

【本券利用上の注意】
１． ぶどう狩りに利用する場合には、１会員につき４人まで使用できます。５人目から
は補助を行いません。また、ぶどう購入に利用する場合には、４kgまでを対象に
１kgごと500円補助します。いずれの利用の場合にも、最大補助額は2,000円です。
また、対象施設のうち１ヵ所、どちらかの１回のみのご利用となります。

２．本券は会員と登録家族以外は利用できません。また退会後の利用はできません。
３．本券のコピー及び転売はできません。
４． 本券に利用人数または購入量を記入し、利用施設に〇をつけ、料金を添えて、各施
設の受付に提出してください。

５． 各施設の開園日、開園時間、料金は異なります。必ず、お出かけ前に、ホームペー
ジなどでご確認ください。

※ 2020年のぶどう園営業期間中は利用可
能ですが、各園により営業期間は異なり、
10月上旬に終了する場合もあります。

期間限定

期間限定

８月
15日

10月
31日～2020年

秩父市内でも特に人気のぶどう園３か所をご紹介します！
今年は皆様のご要望にお応えして、ぶどう購入の際にも補助券をお使いいただけるようにしました。

利用方法▪ 下記補助券を切取り（コピー不可）、利用当日に
各園に補助券を提出し、一般料金との差額をお
支払いください。

７月３日（金）10：0
0から申込開始

先着順

新型コロナウィルスの影響により、掲載の内容が変更・中止となる場合がございます。事前にご確認のうえ、ご利用ください。

ぶどう補助券　〈ワークジョイさいたま会員限定〉

八木観光農園
秩父市寺尾3287
TEL 0494-23-9035

和銅ぶどう園
秩父市黒谷320
TEL 0494-24-0250

秩父フルーツファーム
秩父市下影森877-1
TEL 0494-23-2711

コピー不可

対象施設（○をつけてください）

八木観光農園・和銅ぶどう園・秩父フルーツファーム

補助額　　　　　（○をつけてください）

500円 × １・２・３・４ 　人  ・  kg

ぶどう狩り食べ放題
４人まで

ぶどう購入（直販）
1kg以上購入で1kgごとに（4kgまで）

ご家族でワイワイ、食べ放題派 あとでゆっくり味わう派

あなたは

どちら？

８月14日（金）から申
込開始

新型コロナウィルス感染拡大防止の一環として、窓口での対面販売は
見合わせております。商品のお受け取りは代金引換郵便をご利用くだ
さい。

使いやすく
リニューアル

いつ
でも
どうぞ！ついでにどうぞ！

大手ファミリーレストラン、ファストフード、
居酒屋などの外食チェーン店を中心として、全
国35,000店舗でご利用いただけるお食事券。
有効期限はありませんので、お好きな時にご利
用いただけます。

料　金▪4,600円／１セット（5,000円分）
制　限▪年度内10セットまで

お持ち帰り、宅配ピザ、お弁当屋さんでご利用いただく方も増えています。

チケット抽選結果の
確認方法

① ワークジョイさいたまの会
員専用ページにログイン
②「利用履歴照会」をクリック
③ 発表日時をすぎると、受付
状況欄に抽選結果が表示さ
れます！ 見　本
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夏だ！ プールだ!!

大人フリーパス　通常5,100円
→会員料金1,700円

利用方法▪ガイドブック26ページ
　　　　　（注）事前購入が必要

流れる～！

東武動物公園
スーパープール

大人　通常1,000円
→補助券利用で500円

利用方法▪ガイドブック
　　　　　29ページ

古城の周りをグルグル！

大人　通常2,910円
→補助券利用で2,124円

利用方法▪ガイドブック
　　　　　35ページ

幅広い世代に好評！

新型コロナウィルスの影響により、掲載の内容が変更・中止となる場合がございます。事前にご確認のうえ、ご利用ください。新型コロナウィルスの影響により、掲載の内容が変更・中止となる場合がございます。事前にご確認のうえ、ご利用ください。

あなたはどっち派？ こんな時だって、楽しみ方は無限大！

ワークジョイ的な過ごし方をご紹介します。orインドア派 アウトドア派

手軽にBBQしよう！
期間限定

ＩＤ：ｋｔ　パスワード：ｚｅｎｐｕｋｕ

支援
　日常生活で起こるトラブルや悩みごと。どこに
相談したらいいんだろう……
　あなたの生活に関するさまざまな問題の解決を
一緒に考えます。
　もちろん、プライバシー厳守。お気軽にご相談
ください。

提供サービス
労働相談、介護、子育て・医療、年金、多重債務
等、暮らしに関わる各種相談

相談料▪�無料（専門家等に相談する場合は、別途
料金がかかる場合があります。）

相談先▪048-729-5052
　　　　（９：00～17：30 日祝　休み）
　　　　ライフサポートステーション
　　　　「ネット21大宮」
※ ライフサポートステーションは全国にあり、勤務先都道府県
での相談が原則です。当センター会員の所属する事業所はさ
いたま市に所在しますので、上記相談先をご案内いたします。

社販マーケットお得にお買いもの。掘り出し物をさがして楽しむ。

ユーキャン資格・スキル・趣味を学ぶ。

生活なんでも相談
困ったときは…

アクアパラダイス・
パティオ

龍宮城スパ・
ホテル三日月

下記施設をご利用時に、1グループ1,500円割引になります。
※追加人数・食材、他プランの見積・相談も承ります。

※別途送料加算となるエリア、お受けできないエリアがあります。

宅配バーべ急便 BBQてぶらーず
予約・問い合わせ▪03-6915-4460
営業時間▪10：00～18：00

バーべ急便プラン（器材＋食材）
20,000円（税抜）以上から

初心者の方でも安心の基本プラン。
配達、設置、面倒な回収・洗浄までおまかせ。

対象：埼玉、東京、ご希望の場所
（ご自宅・会社・BBQ場など）

ぱっく バーベ急便（器材＋食材）
2,300円～／１人（５人前以上から）

全国対応の宅配サービス。セットにしてご自宅へ発送！

予約・問い合わせ▪048-729-7705
営業時間▪9：00～18：00

バーベキュー器材宅配レンタル
800円／１人（４人以上から）

対象：埼玉、東京（一部）の自宅
・ 器材宅配、回収を行います。器材設置
はお客様自身でお願いします。

・ 公園等、自宅以外へ配達の場合、他の
料金プランをご利用いただきます。

【本券利用上の注意】
１． 本券は1グループ（１精算）につき1枚のみ利用できるものとします。
２．本券に会員番号、会員氏名を記入し、利用会社に〇をつけ、料金を添えて、利用時に提出してください。
３．本券は会員と登録家族以外は利用できません。また退会後の利用やコピー及び転売はできません。
４． 利用にあたり予約が必要です。また、利用会社や注文内容、エリア等により、料金が異なります。キャ
ンセルの取り扱いなどもかわりますので、確認のうえご利用ください。

BBQ補助券 11月
30日

期間限定
2020年

コピー不可

ワークジョイさいたま
会員限定

会員
番号 ― 会員

氏名

利用会社　宅配バーべ急便・ＢＢＱてぶらーず
（○をつけてください）

補助額 1,500円 

まで

食材付きプラン、
かき氷・プール付き

プラン
あります！

見　本
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期間限定のお得な情報をはじめ、新規割引提携施設・店舗の案内やサービス内容の
変更などをお知らせするページです。

　　　事業内容＆お知
らせINFORMATION

         

広告

時 間 ９ ： 3 0 ～ 1 2 ： 4 5
1 5 ： 0 0 ～ 1 8 ： 1 5

広告

広告

【お問合わせ】

隣接カフェスペース

【バスターミナルに直結】
（東武バス様・国際興業バス様）

１・２階クイーンズ伊勢丹様

〒330-0074  　さいたま市浦和区北浦和1－7－1　3Ｆ
カルタスホール会議室　管理事務室　（北浦和ターミナルビル株式会社）　
TEL　048-814-2501　※平日　9：00～17：00まで受付

詳細はホームページでご覧下さい。
※料金表・申込方法等
　ご覧いただけます。　検索カルタスホール　北浦和

利用料金
（１室の場合）

午前３ｈ
9：00-12：00

午後４ｈ
13：00-17：00

夜間４ｈ
17：30-21：302,610円 3,140円 3,140円

駅近で便利‼　大小４つの会議室

貸会議室のご案内
アクセス

抜群
低 料 金 夜間利用

21:30まで
事前

予約可

北浦和駅

東口より

徒歩３分

〈会議に〉 〈講演会に〉 〈研修に〉 〈面接会に〉

（令和２年４月１日現在）

新型コロナウィルスの影響により、掲載の内容が変更・中止となる場合がございます。事前にご確認のうえ、ご利用ください。

新型コロナウィルスの影響により、掲載の内容が変更・中止となる場合がございます。事前にご確認のうえ、ご利用ください。

①両手を胸の前で組み、引き寄せます
②手と胸を遠くに離し、背中を丸めます

ポイント 肩の力を抜いて行います
実施回数 ３～５回

①片脚を前に伸ばし、かかとをつけます
②手で椅子の横を持ち上体を前に倒します

ポイント 目線をつま先方向に向けます
実施時間 10～15秒　※左右行います

おうちでできる肩こり腰痛改善ストレッチを
スポーツクラブルネサンスからご紹介 ルネサンスについては

こちらのQRコードから

肩
背中

腰
もも裏

コピー可／1枚で4名まで

7月~8月の最高気温平均25℃
標高1,300ｍの涼風、５万株のラベンダーの香り、

東京から約２時間で行ける避暑地

【本券利用上の注意】
１． その他割引券との併用はできません。
２． 本券は入園券ではありません。入園券売り場に提出のうえ、購入願います。
３． ペットは割引対象外になります。（入園料400円※エチケットバック付） お問合せ▪TEL 0278-23-9311

有効期限　2020.7.4~8.30（予定）

通常入園料　大人（中学生以上）1,200円

→大人500円
（小学生以下入園無料）

特別入園割引券

群馬県沼田市　花と、みどりと、風の楽園

たんばらラベンダーパーク

南アルプスの美しい自然から生まれたスーパーアルカリイオン水(ph12.5)

モアウォーター  ～ウィルス除去、食中毒防止に！～ ※一般的な微生物はph６～ph９が生育領域で、
　ph12.5では死滅します。

※別途送料が
　かかります。

利用方法▪
① 全福センターホームページログイン後、トップページ下部の「モアウォーター」
バナーをクリック　

②ページ下の「ご購入はこちらから」をクリック。
③購入商品の選択。画面にしたがってすすんでください。（会員登録は任意です。）
④ 注文フォームに必要事項を入力。その際、連絡事項の備考欄に必ず「全福セン
ター会員」と入力してください。入力がないと、一般価格となりますので、ご
注意ください。

⑤注文確定までおすすみください。

商品一例▪

特長
①�30秒でインフルエンザウィルス、ノロウィルス、
大腸菌（o-157等）等多くのウィルス除去に有効です。

②�界面活性剤や化学物質を含まず、安全性が高いので、
お子様の玩具やぬいぐるみ等の除菌に安心してご利
用できます。果物や野菜の洗浄にも利用できます。
③�汚れは酸化物となりますが、強力なアルカリ物質
と反応させることで中和させ、高い洗浄力と消臭
力を実現。

全福
会員様専用

お得な
トライアルSET

20％
off

全福
会員様専用

お得な
スターターSET

20％
off

トライアルセット
（500ml×１本）＋
（300ml×１本）
一般価格（税込）
 2,970円
　　 ➡
会員価格（税込）

 2,376円

スターターセット
（４Ｌ×１本）＋
（300ml×２本）
一般価格（税込）
 9,570円
　　 ➡
会員価格（税込）

 7,656円

日本製

見　本
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● NEWS発行のタイミングに間に合わなかったお得な情報をホー
ムページの最新情報で随時ご案内しております。インターネット
限定でチケットあっ旋やプレゼント企画などを行う場合もござい
ます。

● 新型コロナウィルスの影響を受け、多くの施設が休業を行いまし
た。そのため、販売しましたチケット等については、できるかぎ
り有効期限の延長を行うなどの対応をとっております。随時ホー
ムページに掲載しますので、今後もぜひご確認ください。

ホームページの最新情報について
▶ 退会後は、施設利用補助券（東京ディズニーリゾート、ガイドブッ
ク巻末）など、すべてのサービスが利用できなくなります。退会後
の利用が判明した場合は、補助金額を返還していただきます。
▶ 利用資格は、会員と登録家族（サービスによっては、会員本人のみ）
に限ります。友人や同僚等への譲渡も禁止しています。

　メルカリ・ヤフーオークションなどへの出品や転売が確認された
場合には、該当者を特定し補助金額を返還していただくとともに、
今後の販売を停止させていただく場合がございます。

施設利用補助券等の利用について
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事務局からのお知らせ

さいたま市勤労者支援資金融資（住宅・教育資金）をご利用ください

所管▪さいたま市労働政策課　TEL 048-829-1370

さいたま市より

融資内容

　市では、中央労働金庫の窓口を通じて、住宅（リフォー
ムを含む）や教育に係る資金の融資を行っています。

※ 申込要件や必要書類等の詳細は、下記融資窓口へお問
い合わせください。

【融資窓口】中央労働金庫
　　　　　　さいたま支店　TEL 048-864-0500
　　　　　　大宮支店　　　TEL 048-645-0011

資金の使途 融資限度額 返済期間 利率
住宅資金

500万円 10年以内
年2.1％

教育資金 年2.5％

詳細は、ホームページでご確認ください
https://www.city.saitama.jp/001/005/005/
p014083.html

提携施設からのお知らせ

埼玉県営水上公園夏季プール
さいたま市夏季プール（屋外）

サンリオピューロランド

　利用者の安全を確保するため、今年度
の営業は中止となりました。

　７月20日（月）より、営業再開します。ガイドブック巻末の補助券はご利用いただけますが、
あらかじめ公式ＨＰにて「入場整理券（日付指定）」を取得していただく必要があります。

ブルーベリー狩り補助券を
ぜひご利用ください！

４月号
掲載

　期間限定、ブルーベリープラザ浦和（さいたま市緑区）
にて利用できる補助券です。

入園料金▪�通常700円（３歳以上）
　　　　　→補助券利用で300円 （５人まで）
　　　　　　〈時間無制限食べ放題〉となります。

！ 受付・会計時はマスク着用にご協力ください。
 園内では密をさけ、広がってお楽しみくださいね。

雨天時休園となりますので、HPなどで
お確かめの上、お出かけください。

７月は
一番実りのよい

時期！


